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第 58 回全国大会プログラム 
2015 年 8 月 28 日(金) ～30 日(日) 

大会実行委員長 

夏目 重美（亜細亜大学） 

[ 統 一 論 題 ] 

「実践経営の新たな視界を展望する」：東アジアから西アジアへの道 
―歴史・文化・交易の足跡と今日的課題― 

メイン会場：亜細亜大学 武蔵野キャンパス

なお 8 月 29 日（土）の自由論題及び統一論題シンポジウムについては,常任理事会の承認

のもと,地域貢献の観点から,武蔵野市ならびに武蔵野商工会議所の後援を受けて,広く市民

に公開させていただくことといたしました。ご理解とご協力をお願いいたします。 

8 月 28 日（金） 

・公益財団法人中近東文化センター見学
中近東が人類の歴史において果たした役割は,計り知れないほど大きなものでした。

農耕・牧畜がいち早く始まり,五千年以上も前に都市が存在しました。ユーラシア大陸とアフリカ大陸,

地中海とインド洋を結ぶ地理的条件によって,多種多様な文化が行き交い,栄枯盛衰を繰り返しました。

またユダヤ教やキリスト教,そしてイスラーム教など世界宗教の揺籃の地でもありました。｢中近東文

化センター」は,時間的・空間的に壮大で,内容が豊富な中近東の歴史的文化を研究する場として,また,

その成果を公開する施設として,三笠宮崇仁殿下のご発意の下,故出光佐三氏(出光興産株式会社創業

者)の全面的な協力を得て,昭和 54 年(1979 年)10 月に開館しました。博物館収蔵品 1,128 件 2,297 点

図書館蔵書 53,189冊（センターHP より転載）。 

・吉祥寺まちづくり実践研究会
吉祥寺は,近年,各種の「住みたい街ランキング」において,たびたび第１位を獲得しています。

このような評価を得るようになるには,これまで,かならずしも平坦な道のりばかりとはいえませんで

した。武蔵野市,武蔵野商工会議所,地元商店会そして多くの地域住民による,真剣にまちづくりに取り

組んできた幾多の歴史がありました。 

そして近年,「吉祥寺方式による物流対策事業」は,経済産業大臣の表彰を受けております。武蔵野

市の概況から吉祥寺の今日に至る過程,そして今後の課題等について,武蔵野市都市整備部,吉祥寺ま

ちづくり事務所長,松崎泰氏から、取り組みの経緯と現状等に関するご報告をいただきます。 
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12:10  集合： 『吉祥寺東急 REIホテル』4階フロントロビー（地図同封） 

12:30  昼食 : 『吉祥寺東急 REIホテル』1階『井の頭吉祥ダイニング』 

13：30～14：00   中近東文化センターへ移動(バス) 

14：00～14：20   同センターの事業内容の説明 

14：20～15：00   展示物見学と案内 

15：00～15：20   三笠宮記念図書館の見学 

15：20～15：50   東急 REIホテルへ移動（バス）  

15：50～16：50   『住みたい街ランキング一位：吉祥寺まちづくり』実践報告 

16：40～     吉祥寺の街,自由散策（地図配布） 

・理 事 会  『吉祥寺東急 REIホテル』（17：00～19：00） 

8月 29日（土） 自由論題報告 10：30～12：10 （５号館３階各教室） 

● 第 1会場 座長：田口ヤス子 （日本体育大学） 

No 時間 報告者 所 属 テーマ コメンテーター

1 9:55～10:25 横澤 利昌 亜細亜大学名誉教授 実践考察:ホスピタリティとおもてなし 
田口ヤス子 

 （日本体育大学） 

2 10:30～11:00 大野 貴司 岐阜経済大学 

組織の人間性と経営性の統合の可能性

の研究―波多野鶴吉の経営思想と企業

家行動の検討から― 

宮田矢八郎 

（産能大学） 

3 11:05～11:35 川野 祐二 下関市立大学 

科学批判・サービス科学へのパラダイム

転換と市民運動経営の質的変化－環境

運動から反原発運動まで 

平野 文彦 

（日本大学） 

4 11:40～12:10 安井 裕司 日本経済大学 
「クリエイティブ・クラス論再考：スイスの高

賃金政策を手掛かりに」 

常見 耕平 

（多摩大学） 

● 第２会場 座長：田中  敬一 （近畿大学） 

5 9:55～10:25 西谷 成昭 岩手県立一関第二高校 

地域活性化事業への実装と情報システ

ムの有効性」 ―IT を活用したプロモーシ

ョン戦略の検証と展望―

田中 敬一 

（近畿大学） 

6 10:30～11:00 松本 力也 
岩手県立大学 

宮古短期大学部 

地域における資源循環と環境マーケティ

ング戦略

菊池 真一 

 （北海商科大学） 

7 11:05～11:35 
田村 正文 

丹羽 浩正 
八戸学院大学 地域振興の観点からの地方交通の役割 

安藤 信雄 

（中部学院大学） 

8 11:40～12:10 金    琦 東京国際大学 

地方創生のマーケティングについて 

 ～インバウンド消費における新しい消費

者像から～ 

日野 隆生 

(東京富士大学) 

● 第３会場 座長：井原 久光(東洋学園大学) 

9 9:55～10:25 藤井  享 ㈱日立製作所 
「競争優位とバリューチェーンモデルの再

考に関する事例研究」 

井原 久光 

(東洋学園大学) 

10 10:30～11:00 垰本 一雄 安田女子大学 
総合商社の医療ビジネスの海外展開と

価値共創 

金子 義幸 

(関東学院大学) 

11 11:05～11:35 髙田 純也 
京都産業大学大学

院博士後期 

現場スタッフのモチベーション問題に関

するシステムズアプローチ －コーチング

活用による改善策提案及び企業適用事

例－ 

平野 賢哉 

(東洋学園大学) 
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● 第４会場 座長：浅野 浩子 (仙台白百合女子大学) 

13 9:55～10:25 長江 庸泰 佐野短期大学 

道の駅と大学間の連携事業研究 

－「どまんなかたぬま(栃木県佐野市)」に

おける事例研究－ 

根岸 裕孝 

（宮崎大学） 

14 10:30～11:00 菅原 浩信 北海学園大学 
商店街組織と NPO 法人の連携の継続

要因 

岩田  智 

（岩手県立大） 

15 11:05～11:35 鳥羽 達郎 富山大学 多国籍小売企業の撤退に関する一考察 
柳   純 

（下関市立大学） 

16 11:40～12:10 李  在鎬 京都橘大学 
自動車部品サプライヤー視点の成長戦

略 

山田 敏之 

（大東文化大学） 

12：10～13：10  休憩・各自昼食 （アジアプラザ１・２階,５号館２階 526教室）

13：10～13：25 開 会 式 （５号館１階 511教室） 

歓迎の辞  亜細亜大学学長  池島 政広 

会長挨拶  実践経営学会会長 井形 浩治（大阪経済大学） 

13：30～17：30 統一論題シンポジウム   （５号館１階 512教室） 

＜趣旨説明＞ 大会実行委員長 夏目 重美（亜細亜大学）13：30～13：40 

＜基調講演＞ 各報告 30分 

１．古代中東の交易―ソロモンとシバの女王 

池田  裕（中近東文化センター常務理事・三笠宮図書館館長） 

２．日本とイスラーム社会 

新妻 仁一（亜細亜大学国際関係学部教授） 

３．シルクロードの過去の若干の足跡と今日的意義について 

―中国の「一帯一路」（現代版シルクロード）発展戦略を中心にー 

江原 規由（一般財団法人 国際貿易投資研究所研究主幹） 

４．東南アジア海域社会に生まれた制海政国家の系譜 
―扶南・シュリーヴィジャヤ・シンガポールー 

野村  亨（慶応義塾大学教授） 

16：00～16：10       休     憩  （５号館２階 526教室） 

16：10～17：30 ＜質疑応答・総括＞ 

司   会：石川 幸一（アジア研究所所長） 

横澤 利昌（ハリウッド大学大学院教授） 

17：30～18：00    移 動・休 憩 

18：00～20：00 研究・情報交換会 （アジアプラザ４階ホール）

総合司 会：田中 敬一（近畿大学） 

新入会員の紹介、乾杯、各地支部長からの挨拶など 
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8月 30日（日） 自由論題報告

● 第１会場 座長：三森 敏正（石巻専修大学） 

（石巻専修大学）No 時間 報告者 所属 テーマ コメンテーター

17    
 

18 10:30～11:00 鬼頭 俊泰 日本大学 
改正会社法における監査等委員会設置

会社の意義と実務への影響 

三森 敏正 

（石巻専修大学） 

19 11:05～11:35 後藤 俊夫 日本経済大学 
「社会の公器」論の源泉と意義：企業長

寿性との関連の視点から 

高石 光一 

（亜細亜大学） 

20 11:40～12:10 篠原  淳 熊本学園大学 退職給付会計と企業年金制度の変遷 
中垣  昇 

（名古屋経済大学大学院) 

● 第２会場 座長：小原久美子 （県立広島大学） 

21 9:55～10:25 鈴木 信幸 亜細亜大学短期大学部 
組織内企業家としてのミドル・マネジャー

の役割について 

小原久美子 

（県立広島大学） 

22 10:30～11:00 井上美和夏 
立命館大学ＭＯＴ大学院・

客員研究員 
組織で開発知識を共有する 

寺石 雅英 

（大妻女子大学） 

23 11:05～11:35 
菅野 洋介 

柴田  聡 

中央大学 

山形大学 

デザイン部門の関与効果に対する組織

要因の影響分析 

田中 晴人 

（金沢学院大学） 

24 11:40～12:10 西川 耕平 甲南大学大学院
組織変革とｺ ﾝ ｻ ﾙ ﾀ ﾝ ﾄ ：組織開発

(Organization Development) アプローチ 

丹羽 浩正 

（八戸学院大学） 

● 第３会場 座長：松尾 敏行 （日本経済大学） 

26 10:30～11:00 今野 彰三 
宮城大学大学院・ 

博士後期課程 

品質経営の測定技法への試作を通じて

－測定技法の信頼性と妥当性の検討－ 

松尾 敏行 

（日本経済大学） 

27 11:05～11:35 中野 晴之 株式会社三和化学研究所 
財管一致の会計情報システムの実践報

告 

小森 清久 

（愛知工業大学） 

28 11:40～12:10 落合 康裕 日本経済大学 後継世代による戦略行動 
金子 義幸 

（関東学院大学） 

● 第４会場 座長：吉野 忠男（大阪経済大学） 

（大阪経済大学）No 時間 報告者 所属 テーマ コメンテーター

29 9:55～10:25 島田 裕司 駒沢女子大学 
総合建設会社における先端技術開発を

担う人材育成について 

吉野 忠男 

（大阪経済大学） 

30 10:30～11:00 細沼 藹芳 ＳＢＩ大学院大学 
華為（ﾌｧｰｳｪｲ）の成功を生んだ任正非

の経営哲学について 

賈   軍 

（仙台白百合女子大学） 

31 11:05～11:35 平野 文彦 日本大学 

国際競争力をもった先端企業における人

材育成の特徴 ―建設、モノづくり、ＩＴ関

連企業の比較研究― 

増山 正紀 

（増山人事労務センター） 

※なお,座長・コメンテーターにつきましては,変更となる可能性があります。

12：20～13：20 会 員 総 会 （アジアプラザ１・２階,５号館２階 526教室）

13：30～ フェアウエル・パーティ（軽食を用意します） 
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大会参加費のご案内と手続き 

 実践経営学会第 58回全国大会実行委員会 
(委員：鈴木 忍、鈴木信幸、高石光一、高橋量一、夏目重美) 

１参加の申し込み 

下記の①～③までの内容を添えて ,第５８回大会実行委員会のメールアドレス
（ jsam58.asia@gmail.com ）宛、7 月 21 日（月）までにご連絡ください。 

① お名前 ・ご所属・連絡先メールアドレス（メールをご利用されていない方は電話番号） 

② 8月 28日（金）の見学研究会への「参加・不参加」の意思表示

③ 8月 29日（土）「研究情報交換会」（懇親会を兼ねて）への「参加・不参加」の意思表示

メールを利用されない会員の方は,お手数ですが,ハガキにて下記までご連絡ください。

〒180-8629 東京都武蔵野市境５−２４−１０ 亜細亜大学経営学部

実践経営学会第 58回大会実行委員長 夏目重美 宛 

２参加費のお支払い 

 同封の「払込取扱票」をご利用の上、お振込みください。なお、「払込取扱票」で

は、以下のように「7 月末日まで」と「8 月 1 日以降」に分けて表示いたしましたが、

次のようにご理解いただけましたら助かります。 

「7 月末日までの金額」 ⇒ 「7 月 25 日までの金額」 

「8 月 1 日以降の金額」 ⇒ 「7 月 26 日以降の金額」 

7 月末日までの金額 8 月 1 日以降の金額 

大会参加費 5,000 円 5,500 円 

8/28 の見学会参加費 

（昼食・入場料・バス込） 
3,000 円 3,500 円 

研究情報交換会合費 

（懇親会を兼ねて） 
5,000 円 5,500 円 

なお,準備の都合上,「当日払いによる参加」はお断り申し上げます。また夏季休暇にかかりますので,

直前の申込や振込は混乱が生じます。本ご案内が到着次第、お早めの振込にご協力をお願い申し上げ

ます。 

３ホテル等の確保

今夏は、すでに海外からの観光客の大幅な増加が見込まれております。前『会報』をご

参考に、早めのご予約をおすすめいたします。 

４ クールビズで
季節柄、また週末でもありますので、クールビズをおすすめいたします。

mailto:jsam58.asia@gmail.com
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※ムーバス「境西循環」にご乗車の方は,「亜細亜大学南門」下車,「境・東小金井線」にご乗車の方

は,「境５丁目」で下車してください。 

※nonowa口は,Suica 専用の改札口です。 
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